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◆ 会 長   坪 井  明       ◆  幹 事   小池 和義 

例会日 火曜日 １２：３０ ～ １３：３０  理事会１１：３０ ～ 

会 場 越谷コミュニティセンター ３階 特別会議室   

事務局 〒343-0034 越谷市大竹６８６－３    

ＴＥＬ ０４８－９７１－５３２０   ＦＡＸ ０４８－９７１－５３７０        

創 立 １９９０年５月２２日  ◆ 会報作成 公共イメージ部門 

第 １４８１ 回 例 会 会 報 

・例会月日  ２０２２年８月２日（火）   ・点鐘時間  １３時３０分 

・例 会 場  越谷コミュニティセンター ３階 特別会議室 

・斉   唱   「君が代」「奉仕の理想」 ロータリーの目的・四つのテスト  

・司 会 者   秋元志津子出席会場委員長 ・発行年月日２０２２年８月 日 

  

 

【 会長挨拶 】             坪 井  明 会長 
本日は暑い中、越谷東クラブの 

小林会長と北林幹事が表敬訪問に 

来て頂き、有難うございます。 

今日は雑誌の話をさせて頂きます。 

先ず初めは 

越谷商工会議所だより 

「鼓動」８月号に小池幹事が表紙を飾っ 

て居ます。インタビュー記事も掲載 

されておりますのでご覧になって 

頂きたいと思います。  

 

もう一つは、「致知」と云う雑誌８月号に 

柔道家井上康生さんと元ラグビー日本代表の 

五郎丸歩さんの対談記事が載っていましたので 

掻い摘んでお話ししたいと思います。 

この対談のテーマは、「覚悟を決めた時、勝利への 

扉は開かれる」と云う内容です。 

井上康生さんの柔道との出会いは 

コーチをしていた父親の影響で 

小学校５年生の時だそうです。  

余り大きくないお父さんが、 

大きな身体の人をドンドン倒す姿 

を見てカッコイイと思ったそうで 

す。そして小学５年生で全日本 

ジュニア大会で優勝してから大学３年生迄チャン 

ピオンだそうです。母が亡くなった事をきっかけに 

それまでチャンピオンだった頃の自分の弱さや 

脆さ（もろさ）を痛切に感じ始めたとの事です。 

この対談で二人が話されている事は調子が悪くて
心配事が有る時にはその分しっかり準備をするが、
調子が良い時には慢心してしまう。どんな場合でも
一流選手ならばより深い覚悟が要求されて来る。最
後は覚悟を決めて、自分の信念を持って 

どう生きるか？が、全てであると話されて居ました。  

“ 本心からの覚悟 ”次第です。 

 

【 幹事報告 】             小池 和義 幹事 

＊「地区大会記念ポリオ根絶 
＆ウクライナ支援 
チャリティゴルフコンペ」の案内 

  2022年 10月 3日（月）雨天決行 
  大利根カントリークラブ  

東・西コース 
＊「久喜ロータリークラブ 創立 50周年記念 
  チャリティゴルフコンペ」の案内 
     2022年 9月 15日（木） 
     鴻巣カントリークラブ 
＊地区分担金の請求書が届きました 
 → ８月２日送金しました（事務局） 
＊公共イメージ部門より 
 今年度初となります 

YouTube チャンネル 
 みらいの扉 7月号  
動画配信のお知らせ 

 今年度は「CLUB DIGEST」という形で  
第 2770地区の各クラブの奉仕活動にスポット 
を当て 広く紹介しています。 
今回 浦和東 RC「愛の保護猫プロジェクト」 
（5月 8日 埼玉会館にて 開催）が紹介 
されました。 

＊第 34回インターアクト年次大会をリアル開催 
 から ZOOM開催に変更というお知らせ 
＊財団ニュース 2022年 8月号 が届きましたので 
 事務局に掲示しておきます。 
＊地区より細渕ガバナー 
公式訪問のベースになる  

 レガシーに関して書かれた 
新聞記事と公式訪問時の 
食事についてのお願いが 
届きました。 

 
 

次週インフォメーション 

9 日（火）第 2 例会 13：30 点鐘 

会員卓話：大野 弘 会員 

16 日（火）休会 

17 日（水）第 7 回会長・幹事会 

 ポリオ撲滅チャリティコンサート

合同会議 

20 日（土）移動例会＆暑気払い 

 観劇「頭痛肩こり樋口一葉」 

  10：30 集合出発 

 新越谷駅西口ロータリー 

21 日（日）国際奉仕部門セミナー 

     社会奉仕部門セミナー 

30 日（火）夜間例会 ＊詳細後日 

＊予定が変更になることがあります 

 予めご了承下さい ≪ お客様 ≫ 越谷東 RC 会長 小林 賢弘 様 

        越谷東 RC 会長 北林 隆一 様 



 

部門セミナー 開催のご案内 

≪ 国際奉仕部門 ≫ 
 2022年 8月 21日（日）登録開始 13：30 

     点鐘 14：00 終鐘 16：40予定 
   大宮ソニックシティ 602号室 
   対象者：会長・幹事・国際奉仕委員長 

希望者 
≪ 社会奉仕部門 ≫ 
2022年 8月 21日（日）登録開始 14：30 

     点鐘 15：00 終鐘 17：30予定 
   大宮ソニックシティ  

地下 1階 展示室 第４・５ 
   対象者：会長・職業奉仕委員長 

幹事・希望者 
   セミナー終了後大宮駅西口に移動し 

ウクライナ支援募金活動とコロナウイルス 
抗原検査キットの配布など奉仕活動を 
実践・体験して頂きます。尚、奉仕活動 
終了後ブライダル委員会の活動も行われて 
いますのでご参加下さい。 

 

 

〔 委 嘱 書 授 与 〕 

地区より 山﨑晶弘会員へ 

2022-23年度  

ディスカッションリーダー 

・ディスカッションリーダー 

トレーナーとして 地区 RLI運営へ協力を 

賜るという事で委嘱書が届きましたので 会長より 

お渡し頂きました。 

 
Rotary ８月号 紹介 

山﨑晶弘 ロータリー情報委員長 
               

              今月の特集記事は「多様性のある 
             クラブづくりへ 女性会員を増強 
             しよう」です。日本の女性会員は 

7.3％という中 なんと！ 中クラブ 
は 24％です！今後も 元気な女性の 
会員増強を目指しましょう！ 

             
 
 
 
 
 
 
≪ お客様 ≫ 越谷東 RC 会長 小林 賢弘 様 

        越谷東 RC 会長 北林 隆一 様 

越谷東クラブ３５周年記念式典をはじめ活気 

溢れる東クラブはどのようにして作られたのかを

質問させて頂きました・・！ 

 

クラブ内にビジョンが全員浸透し 
それに基づいて行動しているという 
感じでもありません。 

割とノリの良い方が多く会員増強 
セミナーでクラブ内に同好会を 
作って趣味の部分で盛り上がる という話がありま
したが 東クラブに同好会というのは存在しており 
ません。「勝手に」という名前を付け 
「勝手にゴルフ」「勝手にカラオケ」 
冬には「勝手に雪だるま」 
夏には「勝手に花火」等思 
い付いた人が声かけをしています。 
これらは公式親睦行事では 
有りませんので気楽に参加出来る 
ようなイベントが年に３～４回あります。 
このような親睦が中心となって盛り上がるのが 
良いのかと思います。 
会員数が一気に増えたのは浜野会長・佐久間幹事 
の時 佐久間幹事が若い経営者の集まりに参加した
際声掛けしたのがきっかけとなったと思います。 
また女性会員を増やしていこうと岡崎会員を中心
に声かけをして頂いております。 
 
どういう組織から入会するかは別として 入会する
という事はクラブに魅力があるからだと思います
先程ビジョンのお話をして頂きましたが それに対
しての皆さんの気持ちが入っていて自然と広まっ
ているという事なのでしょうね・・ 
 
親睦も事業もみんな真剣です。 
小競り合いもありますが最後は良い結果となると
いう事を感じます。皆様から好評を頂きました 
３５周年記念式典の時も色々ありましたが沢山の
方から「素晴らしかった」と 身に余るような 
ご評価を頂き驚いております。 
 
東クラブさんが勧誘するとした時に「ロータリー
クラブって何？」と質問された時の返答を教えて
下さい 
 
楽しみながら奉仕する事 でしょうか 
また 推薦者が予めゴルフに誘ったり、酒の席を設
けたりして話をする事でロータリーを知ってもら
い入会という形が多いですね いきなり例会場に 
招くという事はあまりないです。 
 
ロータリークラブを継続出来たのは何故ですか？ 
 
自分の経験から感じるのは 
入会した人には適度な 
役割を与えるという事だと 
思います。 
例会に出席して ただ座っている 
では続かない 
クラブでは各委員長が新会員を副委員長に任命 
するという方法をこの 1～2年行っています。 
仕方がないから行くという考えも有りながら例会
に行くと先輩方にサポートして頂きながら大変で
すが「達成感」を感じてもらえればと思います。 
 
 
 

男性76%

女性 24%

越谷中RC



 
《 ８月誕生日 》   

        
越谷東 RC 小林賢弘 会長（ １７日 ） 

最初の東京オリンピックが 

行われました昭和 39年に 
生まれましたので 17日で 
58歳になります。 
訪問させて頂きまさか 
御祝いして頂けると思っていませんでしたので 
驚き感謝しております。ありがとうございます。 
 

東クラブさんのお話を聞いて 
おりまして自分を振り返って 
みたら私も入会して直ぐに 
〇〇委員長となっていた事を 
思い出し改めて「なるほど  
そういうことだ」と自分の中 
で忘れていた事を思い出させ

て頂きました。とても参考になるお話を有り難う
ございました。坪井 明 会長（ ２０日 ） 
 
私は昭和 21年 8月 18日です。 
思い出がたくさんあります！ 
私の同級生でも 50年仕事を 
続けている人が沢山おります。 
丁度景気が上回って来た時と 
いうのもあったのでしょう 
現在も戦争が起こっていますがなぜそんな事をし
なくてはならないのでしょうといつも思っており
ます。今年も大変暑いですが気を付けて頑張りた
いと思います。山下 良雄 会員（ １８日 ） 
 
【 スマイル報告 】   山下ヨシ子 親睦委員長 

＊６年振りに訪問させて頂きました。 

小池幹事の表紙 格好良かったです。 

観光丸という社名から土佐のお生まれかな？ 

とか色々想像していました。 

 ・・・・・・・・・・ 越谷東 RC小林賢弘 会長 

＊本日は例会に参加させて頂き誠にありがとう 

ございました。今後共宜しくお願いします。 

 ・・・・・・・・・・ 越谷東 RC北林隆一 幹事 

＊越谷東 RCクラブ 小林会長、北林幹事 暑い中 

 ようこそお越し下さいました。 

 一年間宜しくお願いします。 皆様今日も宜しく 

お願いします。・・・・・・・・ 坪井 明 会長 

＊越谷東 RCクラブ 小林会長、北林幹事 一年間 

宜しくお願いします。・・・・・ 小池和義 幹事 

＊お暑うございます。お客様ようこそ！ 

 宜しくお願いします。・・・・・ 仲 文成 会員 

＊お客様ようこそ 本日も気温が３５度を上回って 

 おります。・・・・・・・・・・ 山下良雄 会員 

＊越谷東 RCクラブ 小林会長、北林幹事ようこそ 

 ・・・・・・・・・・・・・・・山﨑晶弘 会員 

＊お暑うございます 熱中症に御注意 

 ・・・・・・・・・・・・・・・大野 弘 会員 

 

＊本日お客様宜しくお願い致します。 

今日猛暑にて 越谷３７度だそうです。 

熱中症に気を付けて毎日を過ごして行きましう！ 

・・・・・・・・・・・・・・秋元志津子 会員 

＊今日は最高の日ですね。御来賓の方暑い中 

ありがとうございます。・・・ 山下ヨシ子 会員 

スマイル金額  11,000 円 

           
 
 
 
 
 
 ８月２日（火） 
   ９日（火）は 
 越谷サンシティ３階 
   特別会議室 
 で 例会を行います 
 
 
 

       第２回 理事会 

① 中・長期的クラブビジョンの作成について  

先ずは中・長期的クラブビジョン   ■ 承 認 

 を作る事に賛同いただけるか そして 行うと 

なると例会場もみんなが見える所に横断幕を 

置きたいので若干経費がかかります。 

 今年度長期計画委員会を委員長に山﨑会員に 

お願いしましたので こちらも含め中クラブは 

どうあるべきか どうするべきかを検討したいと 

思います。 

➡ 会員より承認 今後内容を詳しく決める 

② 市民まつりの協賛金について    ■ 承 認 

例年通りの金額で良い 

③ 市民まつりの事業内容について   ■ 継 続 

詳細について次週決めていきたいと思います 

④ ９月・１０月例会プログラムについて 

月次テーマに沿った卓話を行う   ■ 承 認 

誕生月・結婚月の方には「思い出に残る誕生日

（結婚記念日）」等をお話して頂きたいと思い

ます。 

担当の方には 山﨑プログラム委員長より 

グループ LINE等でお知らせして頂きます 

クリスマス例会と 1500回記念を同日に行い 

たい ➡ 小池親睦副委員長中心に行う 

⑤ その他 

決算報告を毎年 年度計画書に載せる時だけで 

なく 会員に数字を知らせても良いのではない 

か➡ 小池年度よりいつでも言って下されば 

提出出来る状態です（事務局） 

会員数 
出席
免除 

出席
数 

欠席
数 

MU 
出席
率 

13名 1名 8名 4名 0名 67％ 

  本日のお客様！    


